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1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期第2四半期 9,792 △27.8 94 △78.4 129 △73.3 71 △74.0
21年5月期第2四半期 13,559 ― 435 ― 486 ― 273 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年5月期第2四半期 16.99 ―
21年5月期第2四半期 63.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年5月期第2四半期 13,846 9,108 65.8 2,195.79
21年5月期 13,896 9,259 66.6 2,186.86

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  9,108百万円 21年5月期  9,259百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 27.00 27.00
22年5月期 ― 0.00
22年5月期 

（予想）
― 23.00 23.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 20,308 △16.2 311 △44.4 382 △40.6 206 △24.3 49.47



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他をご覧ください 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他をご覧ください 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 4,284,500株 21年5月期  4,284,500株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  136,429株 21年5月期  50,429株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第2四半期 4,191,776株 21年5月期第2四半期 4,284,155株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々
な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 



  当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な金融危機により年初来急速に景況が悪化し

ましたが、政府の緊急経済対策により、一部の業種には下げ止まりの兆候が見られるようになりました。しかしな

がら全体的には失業率の悪化、個人給与所得の減少等により消費マインドは低く、設備の過剰感が解消されるまで

には至っておらず、依然として厳しい状況が続いております。 

 当管材業界におきましては、公共投資の削減による市場規模の縮小や、生産縮小に伴う設備投資の減少などによ

り厳しい経営環境が続いております。このような環境のもとで、当社は新規取引先の開拓や既存取引先でのシェア

アップ等営業基盤の拡充に努めてまいりました。しかし、市場規模が縮小するなか、同業他社間の競争は一層激し

さを増し、当第２四半期会計期間は第１四半期会計期間に引き続き、売上及び利益ともに厳しい状況となりまし

た。 

 この結果、当第２四半期累計期間における売上高は97億92百万円（前年同期比27.8％減）となりました。損益面

につきましても、売上高の減少に加え、競争激化による売上総利益率の低下により営業利益は94百万円（前年同期

比78.4％減）、経常利益は１億29百万円（前年同期比73.3％減）、四半期純利益は71百万円（前年同期比74.0％

減）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は138億46百万円となり、前事業年度末と比べ50百万円減少しました。これの主

な要因は現金及び預金が４億９百万円増加しましたが、売上高の減少により受取手形及び売掛金が４億87百万円減

少したことによります。 

負債合計は、47億37百万円となり、前事業年度末と比べ１億円の増加となりました。これの主な要因は賞与引当

金が43百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が１億63百万円増加したことによります。  

純資産は91億８百万円となり、前事業年度末と比べ１億51百万円減少しました。これの主な要因は自己株式を１

億43百万円取得したことによります。以上により、自己資本比率は65.8％となりました。 

(キャッシュ・フローの状況） 

  当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ４億９百万円

増加し、15億66百万円になりました。 

  当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は８億73百万円（前年同期は２億48百万円の使用）となりました。これは主に売上

債権が４億86百万円減少したことと、たな卸資産が１億51百万円減少したこと、及び仕入債務が１億63百万円増加

したことによるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は２億６百万円（前年同期は１億13百万円の使用）となりました。これは主に有価

証券を２億円取得したことによります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動により使用した資金は２億57百万円（前年同期は７億58百万円の獲得）となりました。これは自己株式

を１億43百万円取得したことと、配当金を１億14百万円支払ったことによります。 

  

  平成22年5月期の業績予想につきましては、平成21年12月25日に公表いたしました業績予想から変更はありませ

ん。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

 ① 簡便な会計処理  

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 ② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

 ① 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続 

該当事項はありません。  

 ② 表示方法の変更 

（四半期キャッシュ・フロー計算書）  

前第２四半期累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「自己株式の取得による支出」は、重要性が増加したため、当第２四半期累計期間では区分掲記

することとしました。なお、前第２四半期累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」

に含まれる「自己株式の取得による支出」は△458千円であります。  

４．その他

（１） 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２） 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,566,624 1,157,063

受取手形及び売掛金 6,547,655 7,035,248

有価証券 200,701 －

商品 1,176,827 1,328,071

繰延税金資産 48,603 76,312

その他 34,554 34,600

貸倒引当金 △4,103 △6,727

流動資産合計 9,570,862 9,624,568

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 675,234 697,133

土地 2,195,495 2,195,495

その他（純額） 62,775 68,753

有形固定資産合計 2,933,505 2,961,382

無形固定資産 13,366 13,408

投資その他の資産   

投資有価証券 944,115 875,320

関係会社株式 23,000 23,000

繰延税金資産 172,606 207,342

その他 209,021 208,845

貸倒引当金 △20,268 △17,244

投資その他の資産合計 1,328,475 1,297,264

固定資産合計 4,275,347 4,272,054

資産合計 13,846,209 13,896,623

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,727,037 3,563,828

未払法人税等 27,381 15,822

賞与引当金 86,562 130,100

その他 109,600 129,486

流動負債合計 3,950,581 3,839,236

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 193,930 193,930

退職給付引当金 454,449 465,824

その他 138,948 138,328

固定負債合計 787,327 798,082

負債合計 4,737,908 4,637,318



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,312,207 1,312,207

資本剰余金 1,315,697 1,315,697

利益剰余金 6,932,410 6,975,504

自己株式 △237,981 △94,791

株主資本合計 9,322,332 9,508,616

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,038 113,757

土地再評価差額金 △363,069 △363,069

評価・換算差額等合計 △214,031 △249,312

純資産合計 9,108,301 9,259,304

負債純資産合計 13,846,209 13,896,623



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 13,559,446 9,792,202

売上原価 11,787,052 8,580,279

売上総利益 1,772,394 1,211,923

販売費及び一般管理費 1,337,063 1,117,767

営業利益 435,331 94,156

営業外収益   

受取利息 747 1,301

受取配当金 17,989 12,417

仕入割引 47,182 29,126

その他 9,431 10,554

営業外収益合計 75,351 53,399

営業外費用   

支払利息 5,473 2,697

売上割引 17,912 13,943

その他 1,210 1,327

営業外費用合計 24,596 17,968

経常利益 486,085 129,587

特別利益   

固定資産売却益 635 －

償却債権取立益 3,127 －

特別利益合計 3,762 －

特別損失   

前期損益修正損 5,521 －

固定資産除売却損 254 157

特別損失合計 5,776 157

税引前四半期純利益 484,072 129,429

法人税、住民税及び事業税 188,000 23,500

法人税等調整額 22,125 34,703

法人税等合計 210,125 58,203

四半期純利益 273,946 71,226



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,915,835 5,105,715

売上原価 6,008,021 4,464,763

売上総利益 907,814 640,951

販売費及び一般管理費 655,514 545,459

営業利益 252,300 95,492

営業外収益   

受取利息 461 1,192

受取配当金 2,508 2,363

仕入割引 22,940 14,729

その他 4,322 6,043

営業外収益合計 30,233 24,328

営業外費用   

支払利息 3,442 1,518

売上割引 8,721 7,350

その他 675 738

営業外費用合計 12,839 9,607

経常利益 269,694 110,213

特別利益   

貸倒引当金戻入額 189 －

特別利益合計 189 －

特別損失   

前期損益修正損 5,521 －

固定資産除売却損 112 157

特別損失合計 5,634 157

税引前四半期純利益 264,249 110,055

法人税、住民税及び事業税 146,500 20,000

法人税等調整額 △28,910 27,987

法人税等合計 117,589 47,987

四半期純利益 146,660 62,068



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 484,072 129,429

減価償却費 36,419 31,041

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,882 399

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,027 △43,538

受取利息及び受取配当金 △18,737 △13,718

支払利息 5,473 2,697

有形固定資産除売却損益（△は益） △380 157

売上債権の増減額（△は増加） △693,332 486,752

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,155 151,244

仕入債務の増減額（△は減少） 121,450 163,209

その他 △10,532 △32,976

小計 △121,322 874,700

利息及び配当金の受取額 18,737 13,446

利息の支払額 △5,501 △2,697

法人税等の支払額 △140,545 △11,496

営業活動によるキャッシュ・フロー △248,632 873,952

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100,000 －

有価証券の取得による支出 － △200,800

有形固定資産の取得による支出 △9,564 △2,160

有形固定資産の売却による収入 1,041 －

投資有価証券の取得による支出 △6,529 △5,773

貸付金の回収による収入 2,011 1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,040 △206,881

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 900,000 －

自己株式の取得による支出 － △143,190

配当金の支払額 △141,381 △114,319

その他 △458 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 758,159 △257,509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 396,486 409,561

現金及び現金同等物の期首残高 566,647 1,157,063

現金及び現金同等物の四半期末残高 963,134 1,566,624



該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年９月２日付で、株式会社ジャスダック証券取引所における自己株式取得のための固定価格

取引による買付けを実施しました。その結果、当第２四半期会計期間において自己株式が143,190千円増加

し、当第２四半期会計期間末において自己株式が237,981千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



仕入及び販売の状況  

(1) 仕入実績 

当第２四半期累計期間における仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

(注）1. 金額は、仕入価格によっております。 

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。   

  

(2) 販売実績  

当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

  

６．その他の情報

  

第57期 

(自 平成20年６月１日 

至 平成20年11月30日） 

第58期 

（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日） 

 区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 バルブ・コック類 4,053,737 34.4  3,055,374 36.3

 継手類 2,730,404 23.2  1,545,830 18.3

 冷暖房機器類 1,496,597 12.7  1,134,533 13.5

 衛生・給排水類 1,005,303 8.5  812,370 9.6

 パイプ類 924,336 7.8  705,729 8.4

 その他 1,575,424 13.4  1,175,196 13.9

 合計 11,785,804 100.0  8,429,035 100.0

  

第57期 

（自 平成20年６月１日 

至 平成20年11月30日）  

第58期 

（自 平成21年６月１日 

至 平成21年11月30日）  

 区分 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 バルブ・コック類 4,660,148 34.4  3,499,279 35.7

 継手類 3,252,637 24.0  1,954,910 20.0

 冷暖房機器類 1,676,449 12.3  1,265,802 12.9

 衛生・給排水類 1,123,589 8.3  917,986 9.4

 パイプ類 1,005,477 7.4  775,027 7.9

 その他 1,841,144 13.6  1,379,196 14.1

 合計 13,559,446 100.0  9,792,202 100.0
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